日本英語交流連盟
The English-Speaking Union of Japan

◆ESUJ Talk Salon--No.9 会員向企画】

フィンランド
フィンランドセンター所長

― 百年の友―

アンナ‐マリア・ウィルヤネン博士

日本とフィンランドの外交樹立 100 周年を祝う様々なイベントが行われている 2019 年ですが、ESUJ で
は松平恒忠名誉会長が日本フィンランド文化友好協会会長をされており、９月の国立西洋美術館の「モ
ダン・ウーマン―フィンランド美術を彩った女性芸術家たち」展へ吟行し理解を深めました。シベリウ
ス、ムーミン、イッタラ、ノキア、マリメッコ、キシリトールなどで知られる遠くて近い国の歴史と文
化をフィンランドセンター所長のアンナ‐マリア・ウィルヤネンさんに伺います。英語でのお話になり
ます。クリスマス飾りの銀座へサンタクロースの故郷を想いに是非ご参加ください！

日時:

2019 年 11 月 18 日（月）

会場：

東京・銀座（ご出席の方に別ご案内いたします。）

会費：

ESUJ 特別個人・特別法人会員 1,500 円
ESUJ, JSA, CCCJ 会員 2,000 円
ESUJ 学生会員 500 円

16:30–18:00

(15 名程度

先着順)

ご案内： http://www.esuj.gr.jp/event/
お申込：https://ws.formzu.net/fgen/S39844387/
締切は１１月１４日（木）ですが、
会場都合により定員に達し次第、締め切らせていただきます。（会員限定）
*E-mail: esujoffice@esuj.gr.jp *FAX: 03-3423-0971 TEL: 03-3423-0970
タイトルに「１１/１８ Talk Salon 申込」
、お名前、会員、ご連絡先もご明記ください。
１１月１０日（日）以降のキャンセルは会費を頂戴いたします。

フィンランドセンター所長

アンナ‐マリア・ウィルヤネン博士

フィンランドセンターのミッション
フィンランドセンターの目的は、フィンランドの文化、学術、高等教育、技
術、経済、そしてフィンランドと日本両国のこれらの分野の協力を促進する
ことです。フィンランドセンターは、両国の、おもに学術、文化、教育にお
ける開発と協力の必要性を特定、予測し、潜在的なパートナーを見つけ関係
を構築していきます。
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ESUJ Talk Salon #9 【Members Only】

Finland

-The Hundredth Year of Friendship-

Ph.D., Anna-Maria Wiljanen, Finnish Institute, director
We are celebrating the 100th year of diplomatic relations between Finland and Japan in 2019. In
September, ESUJ organized an outing to the National Museum of Western Art to write haiku inspired
by “Modern Women”, the Collection of Ateneum, Finnish National Gallery. Finland is known to us
through such names as Jean Sibelius, Moomin, iittala, NOKIA, marimekko and xylitol. We would like
to welcome Ms. Anna-Maria Wiljanen to learn more about the history, culture and attractions of this
Nordic country with which we have been friends for a hundred years. Please join us!

Date:
Place:
Admission:

Monday, 18th November 2019 16:30-18:00pm
Ginza, Tokyo (Details will be provided after you apply.)
¥1,500 for ESUJ Premium Members
¥2,000 for ESUJ, JAS and CCCJ Members
¥ 500 for ESUJ Student Members

Info:
Apply to:
To attend:

http://www.esuj.gr.jp/en_event/
https://ws.formzu.net/fgen/S39844387/
Please apply to the ESUJ office by Thursday, November 14.
E-mail: esujoffice@esuj.gr.jp E-mail Title: Talk Salon on 11/18
FAX 03-3423-0971 TEL 03-3423-0970
Cancellation on/after November 10 (Sunday) or no show will be charged.
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Ph.D., Anna-Maria Wiljanen, Finnish Institute, director
Mission of Finnish Institute in Japan
According to the charter of the Foundation of the Finnish Institute in Japan,
its aim is to promote the knowledge of Finnish culture, science, higher
education, technology and economics, and cooperation between these fields
between Finland and Japan. The institute identifies and anticipates the
development and cooperation needs of both countries, particularly in science,
culture and education, and helps potential partners to find one another.
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